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バナー：江の島弁財天
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４０周年の歩み

藤沢東ロータリークラブ

１９７６年～ ２０１５年

Rotary Club of Fujisawa East

District 2780



1976(昭和51年）.2.10 創立

創 立 1976年（昭和51年）2月10日

藤沢ロータリー・クラブ（岩崎裕 特別代表）を

藤沢東ロータリー・クラブ

スポンサーとして発足

チャーターメンバー32名

RI承認 1976年（昭和51年）3月18日

伝達式 1976年（昭和51年）11月20日

例 会 毎週火曜日 12:30 ～ 13:30 湘南クリスタルホテル

事務局 〒251-0054 藤沢市朝日町1-6 NTT藤沢ビル2階



創立40周年記念

1976(昭和51年）.2.10 創立

藤沢東ロータリー・クラブは、ロータリーの綱領に基づき心

の通い合う信頼と友情に結ばれた会員が、明るく楽しいクラ

藤沢東ロータリー・クラブの理念

ブ運営と効果的な奉仕活動をとおして社会に貢献します。

そして、会員同士は相互扶助の精神でお互いを支え合うと共

に、地球環境の保全と世界平和に努力します。



藤沢東ＲＣ創立40周年記念

1976(昭和51年）.2.10 創立

江の島といえば裸弁財天を思い浮かべますが、本尊は県文化財指定の
八臂に音楽、弁財福知、延寿、除災、得勝、功徳、妙音を表した品々を
それぞれ持っています。

古くからインドでは吉祥天と共に最も尊崇された女神で、後世吉祥天
と混同し、福徳賦興神として弁財天と称され、わが国では七福神の一
つとして厚く信仰されるに至りました。

この裸弁財天は古来よりインドに遺る裸形で琵琶を弾じている姿か
らきたもので、河川を神格化したものといわれます。

この江の島裸弁財天の容姿は、高貴、端麗、加えてその艶やかさは日本
女性を代表するかのようです。この女神にあやかって、藤沢東ロータリ
ー・クラブは福徳を授けられ優秀なクラブになることを目指します。

このバナーは藤沢北ロータリー ・クラブの会員、黒崎義介画伯 のデザ
インによるものです。

藤沢東ロータリー・クラブ バナーの由来

藤沢東ＲＣ40周年記念藤沢東ＲＣ40周年記念藤沢東ＲＣ40周年記念藤沢東ＲＣ40周年記念

江の島裸弁財天

バナー



藤沢東ロータリークラブ
Rotary Club of Fujisawa East

１９７６年～２０１５年

（昭和５１年～平成２７年）

歴代 会長 幹事

岩崎裕 特別代表

敬称略



1976(昭和51年）.2.10 創立

幹事

初代（1976）

村上 幸男

石井 三郎

会長

第2代（1977）

関口 允夫

第3代（1978）

鈴木 俊郎

第4代（1979）

石山 博明

第5代（1980）

龍崎 寿人

鈴木 孝俊二見 友久 徳重 鉄美 笠原 武夫

歴代会長・幹事

No Image

No ImageNo Image

No Image

藤沢東ＲＣ40周年記念



1976(昭和51年）.2.10 創立

幹事

第6代（1981）

須藤 修司

金子 弘

会長

第7代（1982）

村上 幸男

第8代（1983）

徳重 鉄美

第9代（1984）

山本 清

第10代（1985）

永野 長生

二見 幸雄松本 幹之助 浜野 馨 中野 圭一

歴代会長・幹事

No Image

No Image No Image

藤沢東ＲＣ40周年記念



1976(昭和51年）.2.10 創立

幹事

第11代（1986）

高橋 定暉

青木 龍夫

会長

第12代（1987）

山田 光成

第13代（1988）

小沢 直幸

第14代（1989）

松本 幹之助

第15代（1990）

二見 幸雄

佐々木 保高野 東治 藤尾 良久 相沢 克彦

歴代会長・幹事

藤沢東ＲＣ40周年記念



1976(昭和51年）.2.10 創立

幹事

第16代（1991）

杵渕 宏介

林 一郎

会長

第17代（1992）

佐々木 保

第18代（1993）

鈴木 孝俊

第19代（1994）

須藤 修司

第20代（1995）

相沢 克彦

片岡 啓次犬山 良成 宮内 賢司 鈴木 和夫

歴代会長・幹事

No Image

No Image No Image No Image

藤沢東ＲＣ40周年記念



1976(昭和51年）.2.10 創立

幹事

第21代（1996）

浅間 満義

小沼 邦久

会長

第22代（1997）

石神 邦孝

第23代（1998）

中村 宣夫

第24代（1999）

畠中 邦雄

第25代（2000）

加藤 信忠

大和田 進田中 繁 宮澤 尚夫 川島 清憲

歴代会長・幹事

No Image

藤沢東ＲＣ40周年記念



1976(昭和51年）.2.10 創立

幹事

第26代（2001）

本田 昌子

片岡 啓次

会長

第27代（2002）

宮澤 尚夫

第28代（2003）

浅間 満義

第29代（2004）

本田 昌子

第30代（2005）

田中 繁

河合 克彦渡邊 秀樹 土屋 善敬 片岡 啓次

歴代会長・幹事

藤沢東ＲＣ40周年記念



1976(昭和51年）.2.10 創立

幹事

第31代（2006）

松長 孝志

鈴木 和夫

会長

第32代（2007）

河合 克彦

第33代（2008）

山本 竺

第34代（2009）

土屋 善敬

第35代（2010）

石井 博

石井 博横田 佳代子 鈴木 利雄 入澤 初子

歴代会長・幹事

藤沢東ＲＣ40周年記念



1976(昭和51年）.2.10 創立

幹事

第36代（2011）

小柴 智彦

大久保 雅晴

会長

第37代（2012）

入澤 初子

第38代（2013）

鈴木 利雄

第39代（2014）

横田 佳代子

第40代（2015）

小柴 智彦

石田 能治小柴 智彦 山口 俊明 村上 進

歴代会長・幹事

藤沢東ＲＣ40周年記念



藤沢東ロータリークラブ 歴代会長1976(昭和51年）.2.10 創立 2016．2．9



1976(昭和51年）.2.10 創立 2016．2．9藤沢東ロータリークラブ 歴代会長

藤沢東ＲＣ40周年記念



藤沢東ロータリークラブ
Rotary Club of Fujisawa East

１９７６年７月～２０１６年２月

（昭和５１年７月～平成２８年６月）

活 動 概 要



1978.7～

1978.3.20 藤沢・綾瀬7ロータリークラブ合同例会

1978 ロータリーカラオケ合唱大会

1978年3月



1978.7～

1979.3.20 藤沢・綾瀬7ロータリークラブ合同例会 1979 ロータリー大会

1978年3月



1987.12～

1987.2.10 クリスマス会
於 ウイング藤沢2F平安の間

1987年12月

1987.2.10 クリスマス会
於 ウイング藤沢2F平安の間



1988.4～

1988.4.10 インターシティ
ゼネラルフォーラム

1987年12月

1988.12.18 小中学生野球指導者研修
於 八部球場



1988.4～

1989.4.20 第259地区ライラ開催
於 江の島婦人総合センター

1987年12月

1989.4.20 第259地区ライラ開催
於 江の島婦人総合センター



1989.11～

1989.11.17 (株)アマダ厚木工場見学

1989年11月

1990.3.24 第3地区IM 開催 ホスト 藤沢東RC
於 藤沢市民会館小ホール



1990.9～

1990.9.22 第278地区 地区大会
於 横浜新都ホール

1990年9月22日

1991.2.12 創立15周年記念植樹
於 長久保公園



1991.3～

1991.3.22 第3、第4分区合同IM
於 藤沢市民会館小ホール

1991年3月、5月

1991.5.19 第278地区 地区協議会
於 鎌倉女子大学



1991.3～

1991.10.26 第2780地区 地区大会
於 藤沢市民会館

1991年3月、5月

1991.12.10 第12回湘南マラソン大会



1992.1～

1992.1.21 (株)ヤクルト本社藤沢工場見学

1991年3月、5月

1992.2.25 第5回日韓親善会議
於 仙台国際センター



1992.1～

1992.1.21 (株)ヤクルト本社藤沢工場見学

1991年3月、5月

1992.2.25 第5回日韓親善会議
於 仙台国際センター



1992.1～

1992.3.3 例会場変更 湘南ホテル

1992年3月、9月

1992.9.20 第2780地区 地区大会
於 大磯プリンスホテル



1993.1～

1993.1.21 藤沢駅周辺の清掃奉仕

1993年1月、4月

1993.4.27 第(株)荏原製作所藤沢工場見学



1993.5～

1993.5.19～26 メルボルン国際大会

1993年5月、11月

1993.11.30 クラブ協議会 山本淳正ガバナー訪問時



1994.2～

1994.2.26 第３、4分区IM

1994年3月、6月

1994.6.16 台北国際大会参加 11名



1994.9～

1994.9.17 第2780地区 地区大会
於 茅ヶ崎市民文化会館

1994年9月

1994.11.16 第16回湘南マラソン大会



1995.3～

1995.3.4 第3分区 IM
1994 杵渕国際奉仕委員長セブ島へ
ストリートチルドレン援助費10万円贈呈

1995年3月



1995.5～

1995.5.16 マルカ食品 工場見学 1995.10.14 第2780地区 地区大会
於 大磯プリンスホテル

1995年5月、10月



1996.2～

1996.2.10 創立20周年記念式典

1996年2月 創立20周年記念式典

1996.2.10 創立20周年記念
藤沢市消防署へ車寄贈

ノースジャクソンRCより寄贈の品



1996.7～1997.6 1996年7月～1997年6月



1997.7～1998.6 1997年7月～1998年6月



1998.7～1999.6 1998年7月～1999年6月



1999.7～2000.6 1999年7月～2000年6月



2000年度 例会2000.7～2001.6 2000年7月～2001年6月



2001年度 例会2001.7～2002.6 2001年7月～2002年6月



2002年度 例会2002.7～2003.6 2002年7月～2003年6月

湘南マラソン



2003年度 例会2003.7～2004.6 2003年7月～2004年6月



2004年度 例会2004.7～2005.6 2004年7月～2005年6月

田中会長宅にてBBQ

IM ホストクラブ 藤沢RC
茅ヶ崎RC 田中賢三様（2015年D2780ガバナー）

カラオケ大会 プロ並みの歌唱力



2005年度 例会2005.7～2006.6 2005年7月～2006年6月



創立30周年記念式典

2006.2～2007.6 2006年2月24日 創立30周年記念式典



2007年度 例会2007.7～2008.6

横田幹事 河合会長

2007年7月～2008年6月 例会

2007.9.11相澤光春第3Grガバナー補佐
訪問日

2007.9.25 ガバナー公式訪問日
小佐野圭三ガバナー

2008.2月 台湾職業研修旅行

2008.4.1 観桜会 「長久保公園」



2008年度 例会2008.7～2009.6

山本会長 石井幹事

７月22日本田ガバナー補佐を迎えて

2008年7月～2009年6月 例会

2008.8.5（火） 山路裕昭    公式訪問日
2009.2.10 創立33年記念例会

2008.8.5（火） 江ノ島花火家族例会
江ノ島ビュータワー７F 虎丸座

2009.3.31 鎌倉 「段葛 観桜会」



2009年度 例会2009.7～2010.6

土屋会長 鈴木幹事

2009.8.4 加藤英夫ガバナー補佐を迎え

2009年7月から2010年6月 例会

2009.10.3（土）～ 移動例会
韓国チェヂュ島

2009.11.24（火）歌舞伎座さよなら公演 鑑賞会

2010.4.17（土） INTRACITY MEETING
8   合同例会

2010.4.28 時津風部屋見学会



2010年度 例会2010.7～2011.6

入澤幹事 石井会長

8月24日ロータリーの夕べ

2010年7月～2011年6月 例会

2010.11.6（火）移動例会
親睦家族旅行 奈良県橿原市

2010.11.9（火）
後藤定毅ガバナー
公式訪問日

2011.2.8（火） 創立35年記念例会



2011年度 例会2011.7～2012.6

大久保会長 小柴幹事

8月2日森洋ガバナー公式訪問日

2011年7月～2012年6月 例会

9月20日東京ガス㈱根岸工場 職場見学

2011.8.21 江の島花火大会
江の島アイランドスパ

2011.12.20 クリスマス家族会

2月6日創立36年記念例会



2011.7～2012.6 2012.3.31 INTRACITY MEETING
ホストクラブ：藤沢東RC

2012年3月 例会



2012年度 例会
2012.7～2013.6

小柴幹事 入澤会長

月7日 菅原光志ガバナー公式訪問日

2012年7月～2013年6月 例会

9月8日夜間移動例会 入澤会長宅

2012.10.21（土）
D2780地区大会
七里ガ浜高校

2012.8.21 江の島花火大会
江の島アイランドスパ
「アイランドグリル」



2012.7～2013.6

2012.11.13（土）
出雲親睦旅行

2012.11月 例会



2013.2月 例会2012.7～2013.6

2013.2.5（火） 創立37年記念例会

2013年2月、3月 例会

2013.3.9（土） INTRACITY MEETING ホストクラブ：藤沢RC



2013年度 例会2013.7～2014.6

石田幹事 鈴木会長

2013年7月～2014年6月 例会

INTRACITY MEETING

8月20日 江の島花火家族会

8月7日
エール大学チャリティコンサート

2014.3.25（火） 移動例会 観桜会



2013.7～2014.6

10月19、20日
指宿温泉

2013.10月～ 親睦旅行



2013.2月例会

2013.7～2014.6

11月12（火） 相澤光春ガバナー公式訪問日

2013年12月 例会

12月12（火） クリスマス家族会 「クリスタルホテル」



2014.1月例会

2013.7～2014.6

1月7（火） 新年会 日本料理「ひよく」

2014年1月、2月 例会

2月1（火） 創立38年記念例会



2014.7月～10月

2014.7～2015.6

横田会長 山口幹事

2014年7月～2015年10月 例会

8月17日 江の島花火家族会

10月17日 渡辺治夫ガバナー公式訪問日



2014.10～活動2014.7～2015.6 2014年10月～2015年4月 移動例会

10月25日～ 親睦旅行新潟新発田市
「菊水酒造」見学 11月17日 親移動例会 天獄院 10月19日（土） D2780地区大会

4月7日（火） 観桜会



2014.7～2015.6 2015.4月 例会
2014年4月21日（火） 田中作次元RI会長と共に



2014.7～2015.6 2015.4月

2015年4月国際奉仕活動4月25日～28日 フィリピンピナツボ視察



2015.8月

2015.7～2016.6

村上幹事 小柴会長

8月18日 江の島花火家族会

2015年7月、8月 例会

8月28日 END POLIO NOW in 建長寺



2015.7～2016.6

9月8日 田中賢三ガバナー公式訪問日

2015.9月 例会

2015.9月例会

Ｄ2780地区田中賢三ガバナー来訪



2015.9月移動例会、夜間例会

2015.7～2016.6

9月28日 ロータリーの夕べ

2015年9月 例会

END POLIO NOW キャンペーン



2015.10月移動例会

2015.7～2016.6

10月28日 飛騨高山、白川郷 親睦旅行

2015年10月 例会

2015.12.15 クリスマス家族会



2015.7～2016.6 10月25日 Ｄ2780 地区大会2015年10月 移動例会



2015.7～2016.6 1月１2日 新年会 於 「ひよく」2016年1月 例会



Thank You everyone

Rotary Club of  Fujisawa East  40 th Anniversary Association

1976.2.10～2016.2.9

District 2780

藤沢東ロータリークラブ
Rotary Club of Fujisawa East


